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1.　はじめに

長野原町は，群馬県の北西部に位置していま
す。町域は南北に長く，標高差は最大 700 m 以
上もあり，多彩な自然に溢れている町です。町の
南部は浅間山の麓の高原地帯が広がり，その地形
と気候を活かした農業や酪農業が営まれています。
また，北は草津温泉，南は軽井沢といった日本有
数の観光地と隣接しています。平成 28 年 9 月に
は，浅間山北麓地域（長野原町・嬬恋村）が日本
ジオパークに認定されました。町の東部では，現
在八ッ場ダムの建設工事が平成 31 年度末の完成
に向けて進められています。八ッ場ダムの建設と
並行して，周辺地域の生活再建事業も進行してい
ます。

2.　「道の駅」八ッ場ふるさと館の
概要

生活再建事業と地域振興を目的として「道の駅」
八ッ場ふるさと館が建設され，平成 25 年 4 月 25
日にオープンしました（写真－ 1）。八ッ場ダム
建設地より車で 10 分以内の豊かな自然に囲まれ
た場所に位置しており，周辺には 800 年以上の歴
史がある川原湯温泉や国指定名勝吾妻峡，落差

90 m の不動の滝などがあります。八ッ場ダム完
成後は目の前にダム湖が広がります。道の駅の管
理・運営は，地元住民により設立された株式会社
八ッ場ふるさと館が長野原町の指定管理者の指定
を受けて行っています。次に，道の駅館内の営業
内容を紹介します。

⑴　八ッ場市場
地元で採れた新鮮野菜の直売を行っています。
夏は高原野菜，冬は葉物や根菜類など多数の農産
物を取り扱っています。また，お土産も多数取り
扱っており，特産品である花豆を加工した和菓子
「塩甘納豆」をはじめ，道の駅オリジナルの商品
を用意しています。

八ッ場ダムと地域振興
〜生活再建の中核を担う道の駅〜

長野原町 産業課 観光商工係

写真－ 1　「道の駅」八ッ場ふるさと館
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⑵　食　　事
郷土料理を扱っている「八ッ場食堂」では，道
の駅名物「八ッ場ダムカレー」を提供しています。
こちらは，八ッ場ダムをイメージしたもので，食
器に盛りつけられたカレールーとご飯がダム堤防
の陶器によって仕切られたユニークな形容となっ
ています（写真－ 2）。この食器は館内でも販売
されており，家庭でも八ッ場ダムカレーを再現す
ることが可能です。また，平成 30 年 5 月には和
食レストラン「やまと屋八ッ場本店」が館内にオ
ープンし，自家製粉蕎麦をはじめとした和食料理
も堪能できます。

⑶　オリジナルパンの販売
道の駅敷地内に設置されているコンビニエンス
ストアでは，店内で焼いた焼き立てのオリジナル
パンを販売しています。八ッ場ダムをイメージし
たカレーパンや花豆を使用したパンが人気です。
また，道の駅から眺望できる山「丸岩」をイメー
ジしたメロンパンは，地元の高校生が考案した商
品となっており，地域の自然や特産品を活かした
商品開発を行っています。

⑷　足　　湯
地元にある源泉を引いており，新緑や紅葉など
四季の風景を楽しみながら浸かることができます
（写真－ 3）。

⑸　レンタサイクル
八ッ場ダム周辺の観光スポットや自然をサイク
リングしながら，ダム湖周遊を楽しむことができ
ます（所要時間は約 50 分）。

⑹　観光案内
道の駅館内には，情報コーナー「やんば館」を
設置しており，ここでは八ッ場ダム建設工事に関
する年表の展示など，八ッ場ダムに関する情報提
供や周辺の観光案内を行っています。

⑺　八ッ場ふるさとエコツアー
春から秋にかけて，季節の自然や地元にまつわ
る歴史を学ぶことができるツアーを実施してお
り，地元住民のガイドにより楽しく参加すること
ができます。

3.　跡見学園女子大学との連携事業

⑴　地域振興プロジェクト
平成 28 年 4 月 19 日に，長野原町と跡見学園女
子大学は「相互協力に関する包括協定」を締結し
ました。同大は長野原町内に研修所を所有してお
り，平成 27 年度に同大が観光コミュニティ学部
を創設し，観光と地域の観点から地域活性化の人
材育成に取り組んでいることがきっかけで，協定
の締結に至りました。この協定に基づき，平成

写真－ 2　八ッ場ダムカレー

写真－ 3　足湯
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29 年度には，長野原町と同大との連携で八ッ場
地域の活性化を目指した地域振興プロジェクトが
実施され，同大の学生が各所でさまざまな調査研
究を行いました（写真－ 4，5）。プロジェクトの
一つとして，「全国大学 道の駅インターンシッ
プ」が八ッ場ふるさと館で実施されました。この
インターンシップでは，学生がレンタサイクルを
実体験して新たなコースの考案や，館内アナウン
スで八ッ場ダム見学ツアーを周知するなど，今後
の道の駅の運用におけるアイデアを出していただ
きました。

⑵　チームやんば
長野原町と跡見学園女子大学による地域振興プ

ロジェクトによって，八ッ場地域の活性化を図る
団体「チームやんば」が結成されました。このチ
ームやんばは，観光協会や道の駅，町内業者など
地元住民と地元自治体，国が加わった官民混同の
団体となっています。チームやんばでは，八ッ場
地域でのさまざまなイベントの企画や地域振興策

を検討しています（写真－ 6）。
その成果の一つとして，ダムカードの活用が挙
げられます。やんばツアーズの特典として貰える
ダムカードは，これまでは貰っただけでその後の
活用例がありませんでした。そこで，チームやん
ばでは町内の飲食店等でダムカードを提示するこ
とで割引などの特典を設けるプランを考案しまし
た。道の駅では，ソフトクリームを 50 円引きに
するなど，現在では町内 13 の店舗で活用するこ
とができるようになりました。
ダムカード特典については今後 PDCAサイク
ルを繰り返すことにより，より効果的な使用方法
を模索していきます。また，ダムカード特典のほ
かにも，地元住民による八ッ場ダムや周辺地域を
案内するツアーや地元酒造の酒粕を用いた新スイ
ーツの開発など，地域を盛り上げる活動を続けて
いきます。

4.　八ッ場ダムの歴史

現在建設工事が進められている八ッ場ダムです
が，その計画の起源は 70 年前に遡ります。昭和
22 年 9 月，カスリーン台風が関東地方を直撃し
利根川などの堤防が決壊したため，甚大な被害が
もたらされました。このことをきっかけに，利根
川の治水計画の一環として利根川上流域にダムを
築き下流部への洪水被害を軽減するため，八ッ場
ダムの建設が計画されました。

写真－ 4　  跡見学園女子大学との地域振興プロジェ
クト決起集会（平成 29年 7月）

写真－ 5　  跡見学園女子大学との地域振興プロジェ
クト

写真－ 6　「チームやんば」主催
八ッ場ダム歩け歩け見学会（平成 30年 6月）
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その建設地となった長野原町では，当時は先祖
代々続いてきた自分達の故郷がなくなってしまう
と住民の強い反発もありました（写真－ 7）。昭
和 55 年に群馬県から「生活再建案」，「生活再建
の手引き」が，平成 2年には建設省と群馬県から
「地域居住計画」が提示されると，住民からも新
たな町づくりや故郷づくりに真剣に向き合ってい
く動きが広まりました。平成 4年，「八ッ場ダム
建設事業に係る基本協定書」が締結され，八ッ場
ダムの建設事業が動き出し始めました（写真－ 8）。
しかし，平成 21 年 9 月 16 日，当時の国土交通
大臣より突然の八ッ場ダム建設工事の中止が表明
されました。その後，事業の必要性について再検
証が実施され，平成 23 年 12 月には八ッ場ダムを
事業継続するとの対応方針が決定されました。
八ッ場ダムの本体工事と同時に，生活再建事業

の整備も進められています。平成 25 年度の「道
の駅」八ッ場ふるさと館の建設のほか，川原湯温
泉街も高台の代替地に移設し，新たな温泉街で旅
館の営業が再開されています。川原湯温泉の伝統
行事である奇祭「湯かけ祭り」の舞台となってい
る共同浴場王湯も，平成 26 年 7 月に移設されま
した。
八ッ場ダム本体の建設工事は，平成 30 年 10 月
末時点で約 8〜 9割の高さまで進められています。

5.　インフラツーリズム
「やんばツアーズ」

国土交通省では，日々姿が変わっていく八ッ場
ダム建設工事の様子を多くの方々に見ていただき
ダムに関する理解を深めてもらうことと同時に，
八ッ場地域周辺の観光と地域振興の拡大を図るた
め，平成 29 年 4 月から八ッ場ダム周辺観光プロ
ジェクト「やんばツアーズ」をスタートさせまし
た（写真－ 9）。“いまだけ”“ここだけ”“あなた
だけ”をキャッチフレーズとしたやんばツアーズ
は，個人旅行者向けのほか，企業や教育機関など
団体向けの見学プランを計10本設定されています。
また，地元在住の女性を「やんばコンシェルジ
ュ」に任命し，ダム工事の内容だけでなく周辺地
域の魅力も案内する体制を整備しました。見学者
は，普段立ち入ることのできない工事現場内にヘ
ルメットを着用して入り，やんばコンシェルジュ
の説明を受けながら八ッ場ダム工事現場を間近に
見ることができます（写真－ 10）。ツアーは無料
で，団体向けプランでは「ダムカード」やダム工
事現場で掘削された岩盤から作られた「八基石」
などの特典も，参加者にプレゼントしています。
個人旅行者向けツアーは道の駅が集合場所※とな
っており，ダム見学会の前後は道の駅を散策する
ことができるため，道の駅の誘客促進につながり
ました。

※  平成 29 年度まで。平成 30 年度からは「八ッ場ぷらっ
と見学会」へ移行したため，集合場所が道の駅ではな
くなりました。

写真－ 7　地元の反発

写真－ 8　「八ッ場ダム建設事業に係る基本協定書」
（平成 4年 7月 14日）

※写真－ 7，8の出典
関東地方整備局八ッ場ダム工事事務所　八ッ場ダムの経緯
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_index015.html
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やんばツアーズを立ち上げたことにより，八ッ
場ダム見学者はそれまでと比較して 10 倍以上と
なり，やんばツアーズの申し込みも予想をはるか
に上回り，予約で一杯の状況が続きました。こう
したことから，平成 30 年度の個人向け見学会で
は，予約不要で短時間で見学することができる

「八ッ場ダムぷらっと見学会」を企画しました。 
1 日複数回開催することで，多くの見学者を受け
入れることができました。また，「チームやんば」
が主催し，地元住民がコンシェルジュとなってダ
ムの歴史と地元の展望について語りながら案内す
る「地元ガイドナイトツアー」も開催されました。

6.　おわりに

八ッ場ダム事業も終盤に差し掛かっており，ダ
ム完成後の地域振興が課題となっています。多く
の人々に八ッ場ダムとその周辺地域に興味を持っ
てもらいリピーターとなってもらえるよう，「チ
ームやんば」をはじめ地元が一丸となって取り組
んでいくことが重要と考えます。また，八ッ場周
辺地域の観光拠点として「道の駅」八ッ場ふるさ
と館を今後さらに発展させていければと思います。

写真－ 10　やんばツアーズ

写真－ 9　やんばツアーズ　チラシ

大人気の案内人！八ッ場を知り尽くした

“やんばコンシェルジュ”

ヤンバ
ブランド

三

ヤンバ
ブランド

三
★地元在住の案内人“やんばコンシェルジュ”が八ッ場ダム
建設現場を楽しく、工事進捗に合わせ、分かり易くご案内
します。

見学でお得！地元の全面協力！割引＆特典

ヤンバ
ブランド

八

ヤンバ
ブランド

八
★八ッ場ダムカード提示でお得に！見学会参加で入手した
八ッ場ダムカードを提示すると割引・特典が受けられます。

首都圏唯一の
建設中ダム。
平成31年度
完成予定！！

平成30年度下半期版（10月1日～3月31日）

リピーター急増中！日々変わる景色...
何度見ても飽きないダム工事！

ヤンバ
ブランド

五

ヤンバ
ブランド

五
★工事中ならでは。来るたびに変わっていく現場をご覧ください。

★見学用ヘルメットがカラフルに！（一部の見学会のみ）
お好きな色のヘルメットをかぶって
見学いただけます。（数には限りがあります）

八ッ場ダム限定！
記念品をプレゼント！

ヤンバ
ブランド

七

ヤンバ
ブランド

七
★記念品
「八ッ場ダムカード」

工事が進むと
図柄も変わる！

はっきせき

★記念品「八基石」
（団体ツアー参加者のみ）

ダムの基盤の石を掘り出し、
川原湯神社でお清めしました。

八ッ場ダムの

基盤の

石です。

世界でここだけ！
八ッ場ダムだけの素敵な体験！

ヤンバ
ブランド

六

ヤンバ
ブランド

六
★体験！「メモリーストーン」

ダムを造る石です！

★体験！「ミニチュア八ッ場ダム作り」

模型をつくりながら、
八ッ場ダムを学べます。
※お持ち帰りいただけます。

※小・中学生ツアー限定

日本一！インフラ観光ツアー
目的別に楽しめる!『10本の見学プラン』

ヤンバ
ブランド

四

ヤンバ
ブランド

四
★いよいよ完成間近になった八ッ場ダムの“今”を体感するため、
目的別に楽しめる合計１０本の特別な見学プラン！
好評につき一部、開催期間延長、開催回数を増やすことに決定！

（※詳しくは裏面をご覧ください。）

★ 豊かな自然！深い歴史！癒しの温泉！
周辺地域の魅力を堪能しつつ、ダム見学ができる
地元主催支援の見学プラン。
「プレミアム見学プラン」が追加になりました！

始動！！地元の魅力もまるわかり！
周辺地域の歴史・自然・温泉＆ダム見学

ヤンバ
ブランド

二

ヤンバ
ブランド

二

日本が世界に誇る！
ダム・防災技術を詳しく紹介！

ヤンバ
ブランド

一

ヤンバ
ブランド

一

★－防災について考える－そんな機会が増えた現代…
気候変動による豪雨災害等に対する、ダムの役割と技術とは？
八ッ場ダムはあなたの「知りたい」にお答えします。

国土交通省関東地方整備局

八ッ場ダム工事事務所『やんばツアーズ』担当
☎ 0279-82-2317
FAX      0279-82-3529

Mail：ktr-yanba-koho@mlit.go.jp
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/

～八ッ場の歴史と地元の文化。なぜダムが必要か？あなたの知りたいにお答えします～ 平成30年度下半期版
（10月1日～3月31日）

！

訪日
外国
人

月～日曜日
（木曜休み）
①10:１５～②13:15～
③15:１５～

50分or90分
要予約

10～50名

団体

４

小・中
学生

月～金曜日
（木曜・祝日休み）
①10:１5～②13:15～
③15:15～

50分or90分
要予約

教育旅行（社会科見学）
100名迄

個人向け（1名～）

個人

２
毎 月
第3土曜日

17：30頃～

50分

予約不要
1～40名

団体向け（10～50名）

個人

３

不定期開催

開催日の1ヶ月
前にメール等
でお伝えしま
す。

団体

2

土木
技術
者

①10:15～②13:15～
③15:15～

50分or90分
要予約

10～50名

月～日曜日
（木曜休み）

個人

４

不定期開催

開催日の1ヶ月
前にＨＰ等で
告知します。

３月末まで継続！
40分

月～日曜日
（木曜休み）

予約不要
1～40名

平日
①11:00～②13:00～

休日
①10:00～②11:00～
③13:00～④14:00～
⑤15:00～

個人

1

一般

月～日曜日
（木曜休み）
①10:15～②13:15～
③15:15～

50分or90分
要予約

10～50名

毎 月
最終金曜日

団体

1

団体

3

不定期開催

プレミアム

１

（写真はイメージです）
60分

不定期開催
決定開催日
10／28（日）
11／4（日）

決定開催日
10／16（火）
11／7（水）
12／6（木）

プレミアム 見学プラン地元主催有料ツアー

プレミアム

２
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